
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 

品川区では、地震の発災時には、災害対

策本部を設置し、早急に応急対策業務を実

施します。今回も設置されました。 

さて、『品川区地域防災計画』では、「…

夜間休日等夜間休日等夜間休日等夜間休日等においてにおいてにおいてにおいて震度震度震度震度（（（（    ））））強以上強以上強以上強以上のののの地地地地

震震震震がががが発生発生発生発生したしたしたした場合場合場合場合にはにはにはには、、、、総合庁舎総合庁舎総合庁舎総合庁舎からからからから 6km6km6km6km

圏内圏内圏内圏内にににに居住居住居住居住するするするする職員職員職員職員がががが防災防災防災防災セセセセ    

ンターンターンターンターをはじめをはじめをはじめをはじめ各地域各地域各地域各地域センタセンタセンタセンタ    

ーーーーやややや学校避難所等学校避難所等学校避難所等学校避難所等にににに参集参集参集参集し応 

急対策に従事…」とあります。 

（ ）に入る震度はいくつ 

でしょうか。 

東京都品川区東大井 4-13-11-304 〒140-0011 

TEL:03-5461-8757 FAX:03-5461-8763 

E-mail：takahashi-shinji@spa.nifty.com 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：品川区品川区品川区品川区    高橋高橋高橋高橋しんじしんじしんじしんじ    検索 

☆過去の『区政報告』が HP でご覧になれます。 

☆『区政報告』への感想をぜひお寄せ下さい。 

☆『区政報告』をお店の片隅に置かせて下さい。 

 

高 事橋しんじ 務所 

若草幼稚園、品川区立鈴ヶ森小・中学校、

早稲田実業高、早稲田大学（政経学部政治

学科 専攻は地方行政）・同大学院博士課程

で学ぶ。東京大学研究員、塾などを経て、

教師（早稲田実業高、都立日比谷高・青山

高・大森高）。軟式野球ルーキーズ監督。 

平成 19 年４月 無所属・新人として 

2541 票の支持をいただき初当選！ 

『『『『議員力検定議員力検定議員力検定議員力検定１１１１級級級級』』』』合格合格合格合格（（（（22222222 年年年年 12121212 月月月月））））    

 ☆初心を忘れずにガンバります！ 

 
しがらみのない無所属 

品川区議会議員品川区議会議員品川区議会議員品川区議会議員    

    無所属無所属無所属無所属    

高橋高橋高橋高橋    しんじしんじしんじしんじ    

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています 

◇平成 23 年３月 14 日（月）の区議会で品川

 区が発表した内容を中心にご報告します。 

◎地震の概要 

（１） 発生日時 

 3/11(金) 14 時 46 分頃 

（２） 震源および規模 

 三陸沖三陸沖三陸沖三陸沖（北緯 38.1 度、東経 142.9 度、 

 牡鹿半島の東南東 130 ㌔付近）、深さ 24 ㌔、

ﾏｸﾏｸﾏｸﾏｸﾞ゙゙゙ﾆﾁｭｰﾄﾆﾁｭｰﾄﾆﾁｭｰﾄﾆﾁｭｰﾄﾞ゙゙゙９９９９．．．．００００（（（（世界最大級世界最大級世界最大級世界最大級））））    

※※※※関東大震災関東大震災関東大震災関東大震災    ﾏｸﾏｸﾏｸﾏｸﾞ゙゙゙ﾆﾁｭｰﾄﾆﾁｭｰﾄﾆﾁｭｰﾄﾆﾁｭｰﾄﾞ゙゙゙７７７７．．．．９９９９    

（３） 東京 23 区の震度 

 震度５強（気象庁発表） 

 

No.169 

2011201120112011 年年年年 3333 月月月月    

高橋高橋高橋高橋しんしんしんしんじじじじプロフィールプロフィールプロフィールプロフィール    

東日本大震災による区内被害について 

（４） 区内の被害状況（3/12 17：00 現在） 

 ・死傷者：００００人人人人    ※※※※不幸中不幸中不幸中不幸中のののの幸幸幸幸いですいですいですいです。。。。 

 ・火災  ：１１１１件件件件（共同住宅１室焼損） 

・区有施設被害 

 被害内容 件数 

１１１１    ガラスガラスガラスガラス割割割割れれれれ   本庁 95 件他 ９６件 

２２２２    エレベータエレベータエレベータエレベータ停止停止停止停止   本庁他 ３６件 

３３３３    壁亀裂壁亀裂壁亀裂壁亀裂      五反田保育園他 ５件 

４４４４    天井落下天井落下天井落下天井落下 中小企業センター ２件 

５５５５    水道管破裂水道管破裂水道管破裂水道管破裂   三木小学校 １件 

６６６６    その他 ９件 

 合計合計合計合計    １４９１４９１４９１４９件件件件    

・民間施設被害  ※区内各地で被害が発生 

 被害内容 件数 

１１１１    壁亀裂等壁亀裂等壁亀裂等壁亀裂等・・・・瓦落下瓦落下瓦落下瓦落下・・・・ﾌﾌﾌﾌﾞ゙゙゙ﾛｯｸﾛｯｸﾛｯｸﾛｯｸ倒壊倒壊倒壊倒壊    １３件 

２２２２    水道管破裂水道管破裂水道管破裂水道管破裂    ３件 

３３３３    その他 １１件 

 合計合計合計合計    ２７２７２７２７件件件件    

☆今回今回今回今回のののの地震地震地震地震でおでおでおでお困困困困りのことりのことりのことりのこと、、、、おおおお気気気気づきのことづきのことづきのことづきのこと、、、、    

    今後今後今後今後のののの対策対策対策対策につにつにつについてのごいてのごいてのごいてのご意見意見意見意見などございましなどございましなどございましなどございまし

たらごたらごたらごたらご連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください。。。。    

 

◇３３３３月月月月11111111日日日日にににに発生発生発生発生したしたしたした巨大地震巨大地震巨大地震巨大地震ではではではでは、、、、多多多多くのくのくのくの

方方方方がががが亡亡亡亡くなりくなりくなりくなり、、、、行方不明者行方不明者行方不明者行方不明者もももも多数多数多数多数にのにのにのにのぼぼぼぼ

りりりり、、、、避難生活避難生活避難生活避難生活者者者者をををを余儀余儀余儀余儀なくされているなくされているなくされているなくされている方方方方々々々々

もももも数十万人数十万人数十万人数十万人となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。時時時時をををを追追追追うごうごうごうご

とにとにとにとに想像想像想像想像をををを絶絶絶絶するするするする災害災害災害災害であることがであることがであることがであることが明明明明らららら

かになりかになりかになりかになり、、、、このこのこのこの地震地震地震地震にににに襲襲襲襲われたわれたわれたわれた被災地被災地被災地被災地でででで

はははは、、、、大大大大きなきなきなきな不安不安不安不安やややや疲労疲労疲労疲労にににに包包包包まれていますまれていますまれていますまれています。。。。

        被害被害被害被害をををを受受受受けられたけられたけられたけられた皆皆皆皆さまにさまにさまにさまに心心心心からからからからおおおお悔悔悔悔

やみとおやみとおやみとおやみとお見舞見舞見舞見舞いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行所 品川区議会無所属クラブ 

発行者 高橋慎司（副幹事長） 

〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ６階 

Tel 03-5742-6864  Fax 03-3772-8878 

☆☆☆☆区政区政区政区政へのごへのごへのごへのご要望要望要望要望をおをおをおをお寄寄寄寄せせせせ下下下下さいさいさいさい！！！！！！！！    

☆☆☆☆ごごごご希望希望希望希望のののの方方方方にににに『『『『区政報告区政報告区政報告区政報告』』』』をおをおをおをお届届届届けけけけ((((郵郵郵郵

送他送他送他送他))))いたしますいたしますいたしますいたします。。。。ごごごご連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください。。。。    

クイズクイズクイズクイズのののの答答答答ええええ：：：：震度震度震度震度５５５５強強強強です。 

なお、品川区品川区品川区品川区はははは、、、、岩手岩手岩手岩手県宮古市県宮古市県宮古市県宮古市、、、、

福島県福島県福島県福島県双葉郡富岡町双葉郡富岡町双葉郡富岡町双葉郡富岡町とととと「「「「災害時災害時災害時災害時

におけるにおけるにおけるにおける相互援助協定相互援助協定相互援助協定相互援助協定」」」」をををを締結締結締結締結

しています。被災地に迅速・効

果的で様々な援助の手を！！ 

 

ちょっとした話ながわ 

◇東大井保育園では、運河に近いため、津波に

備えて地震直後に隣の児童センターの３階

へ園児を避難させました。 

◇浜川中の中３生は、遠足で訪れた八景島ｼｰﾊﾟ

ﾗﾀﾞｲｽから帰宅できず現地に宿泊しました。

一時連絡が不通になりましたが、事故もな

く、翌朝京急で立会川に無事戻りました。 

◇鮫浜小学校では、保護者の方が帰宅困難とな

り、午前２時に学校へ着き、無事生徒と共に

帰宅するということがありました。 

☆各学校各学校各学校各学校・・・・園園園園のののの教職員教職員教職員教職員のののの方方方方々々々々のののの仕事仕事仕事仕事ぶりはぶりはぶりはぶりは、、、、とととと

てもてもてもても適切適切適切適切ななななものでしたものでしたものでしたものでした。。。。    

（５）帰宅困難者の受入れ   ☆品川区は、3/11、困難者向けに区有施設を開放しました。 

 受け入れ施設 最大受入れ者数（人） 区派遣職員（人） 毛布（枚） 

１１１１    関関関関ヶヶヶヶ原原原原ｼﾙﾊｼﾙﾊｼﾙﾊｼﾙﾊﾞ゙゙゙ｰｾﾝﾀｰｰｾﾝﾀｰｰｾﾝﾀｰｰｾﾝﾀｰ        （（（（東大井東大井東大井東大井６６６６））））            ８       － ２０ 

２２２２    中小企業中小企業中小企業中小企業ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ            （（（（西品川西品川西品川西品川１１１１））））    １５１ ２６ ４００ 

３３３３    戸越体育館戸越体育館戸越体育館戸越体育館                                        （（（（豊町豊町豊町豊町２２２２））））    ５５ １１ １００ 

４４４４    総合体育館総合体育館総合体育館総合体育館                        （（（（東東東東五反田五反田五反田五反田５５５５））））    ８５０ ３６ １，１００ 

５５５５    御殿山御殿山御殿山御殿山小学校小学校小学校小学校                        （（（（北北北北品川品川品川品川５５５５））））    １８ １７ １２５ 

６６６６    ききききゅゅゅゅりありありありあんんんん                            （（（（東大井東大井東大井東大井５５５５））））    ４５０ ６１ ６００ 

 合計合計合計合計    １１１１，，，，５３２５３２５３２５３２    １５１１５１１５１１５１    ２２２２，，，，３４５３４５３４５３４５    

 ☆☆☆☆私私私私のののの行動行動行動行動（（（（一部一部一部一部））））☆☆☆☆    

3/3/3/3/11111111((((金金金金)))) 地震直後に議会は、打ち切り。会議室

からお台場の火事の黒煙が見えました。私達の

控室の本棚は倒れ、窓ｶﾞﾗｽにひびが入りました。

◇夜10時30分頃 帰宅困難者受入れ先の「きゅり

あん」へ向かいました。23時30分頃から続々と帰

宅困難者が訪れました。「銀座から歩いて来まし

た」「息子と連絡が取れない…」（高齢の女性）と

いう方、フラフラになって来た方。会議室を開放

し、毛布をかけてイスで一晩お休みになっていま

した。皆さん、疲労の色が大変濃かったです。 

◇午前２時頃 「総合体育館」へ向かいました。 

地下２階の体育館のフロア（床）に数百人の帰宅

困難者が交通機関の始発が動き出すまで休息して

いました。厳しい光景でした。私は、状況がほぼ

落ち着いた朝６時30分頃に帰宅しました。 

3/3/3/3/11112(2(2(2(土土土土))))    

◇午前中 学校・保育園等の状況を確認しに、立立立立

会会会会・・・・鮫浜鮫浜鮫浜鮫浜・・・・浜浜浜浜川川川川・・・・鈴鈴鈴鈴ケケケケ森森森森小小小小、、、、浜浜浜浜川川川川・・・・鈴鈴鈴鈴ケケケケ森森森森中中中中、、、、浜浜浜浜

川川川川幼稚幼稚幼稚幼稚園園園園、、、、南南南南大井大井大井大井・・・・水水水水神神神神・・・・東大井東大井東大井東大井保保保保育園育園育園育園などなどなどなどへ。

前日から宿泊していた校長先生等から、「「「「子子子子どもたどもたどもたどもた

ちちちちにににに怪我怪我怪我怪我はなくはなくはなくはなく、、、、宿泊宿泊宿泊宿泊したしたしたした子子子子どもどもどもどもははははいないいないいないいない」「」「」「」「施施施施

設設設設にににに大大大大きなきなきなきな損損損損害害害害はないはないはないはない」」」」などのお話を伺いました。

安全は確保され、数多くの教訓があったと聞いて

います。各学校・園では、かなりの教職員が宿泊

しました。詳細は、後日ご報告いたします。 

（６）区職員体制：全職員が対応 

 女性等を除き、管理職、本部要員、帰宅困

難者への対応他で12日朝まで従事した。 

 

☆その他の区からの報告事項 

①①①①節電節電節電節電にににによよよよるるるる区区区区施設施設施設施設のののの閉閉閉閉館館館館・・・・閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖などなどなどなど 

 内閣府から協力するようにという要請が

あり、区施設の一部を閉館・閉鎖します。

 ・区内図書館、ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ閉館。公園などの

噴水・ﾅｲﾀｰ設備停止、温水ﾌﾟｰﾙ閉鎖。 

②②②②イベンイベンイベンイベントトトトのののの中止中止中止中止 区関係のｲﾍﾞﾝﾄは、中止。

止むを得ず開催する場合は縮小して実施。

③③③③区区区区のののの管管管管理理理理職職職職はははは、、、、災害関災害関災害関災害関係係係係業業業業務務務務をををを優先優先優先優先    

小中学校等の卒業式を欠席とする。 

④④④④区区区区からのからのからのからの情報情報情報情報 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、ｹｰﾌﾞ 

ﾙﾃﾚﾋﾞ品川で。 

⑤⑤⑤⑤地震関地震関地震関地震関係係係係のののの    

おおおお問問問問いいいい合合合合わわわわせせせせ    

３７７７－１１１１ 

（代表）から 

災害対策本部へ。◇私の控室。本棚が倒れ… 

 

月・水 ＪＲ大井町駅前 

火 京急青物横丁駅前 

木 ＪＲ大森駅前  

金 京急立会川駅前 

☆ 各 7:00-9:30 頃 

◎『『『『区区区区政報告政報告政報告政報告』』』』をお配りしています。 

◎議会等の事情で変更する場合があります。 

◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。 

朝朝朝朝、、、、駅前駅前駅前駅前にいますにいますにいますにいます！！！！


